
2021年度　学研メディカルサポート　配信スケジュール一覧
2021．2 現在

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 １月 ２月 ３月

＊バイタルサインから患者の現在と未来を見抜く ＊経口摂取を支える口腔健康管理と食事介助方法　～看護師は何をする？～ ＜ミニ動画＞

＊非褥瘡三原則　～つくらない！見逃さない！　悪化させない！～ ＊もうオロオロしない！ 皮下注・筋注の基本をマスターしよう ＊ある新人看護師の完璧なる１日　～日勤・夜勤編～

＊安全で効果的な薬物管理のために看護師が身につけたいこと ＊もうヒヤヒヤしない！　静注の基本をマスターしよう ＊ある新人看護師の完璧なる１日　～タイムラインのつくり方編～

＊心電図への苦手意識をなくそう　～患者さんを見つめて学ぶ心電図モニタ～ ＊多重課題を理解する！ 事例で学ぶ優先順位とコミュニケーション ＊３日坊主にならない入職後の学習方法

＊新人看護師のあなたが知っておきたい急変対応 ＊あなたの看護記録は大丈夫ですか　～何を残す？何を伝える？～ ＊コミュニケーション・タイプ診断

＊アラームにも慌てない！ 人工呼吸器の基礎をおさえよう ＊なりたい自分を想像しよう　～“先輩ナース”になる前にできておきたいこと～

＊回復期リハビリテーション病棟編：データ活用のための重症度、医療・看護必要度の評価ポイント

＊評価チェック動画×テスト（25問×年２回）

＊基礎から学ぼう！ 医療安全 ＊チーム医療とは何ですか？何ができるとよいですか？ ～エビデンスに基づいたチーム医療のすゝめ：チームSTEPPS～

＊多職種で取り組む転倒・転落、ヒヤリハット防止 ＊事例動画で学ぶＫＹＴ（危険予知トレーニング）

＊スタンダードプリコーション（標準予防策） ～スタッフみんなでもう一度見直そう～ ＊流行期に備えるインフルエンザ対策

＊感染経路別予防策 ～院内全体で取り組む感染対策の基礎～ ＊これだけがおさえておきたいノロウイルス対策

＊知っておきたい薬剤耐性菌の基本と対策

＊臨床倫理入門 ＊看護職のための臨床倫理と意思決定支援

＊事例から考える臨床倫理 ～がん末期の患者、 期の場面をどこで迎えるか～

＊チーム医療におけるタスクシェア ＊チーム医療を成功させる

＊これからの栄養サポートチームにおける多職種協働 ＊質の高いチーム医療 ～他職種とのコミュニケーション～

＊身につけておきたい医療現場の個人情報保護と情報リテラシー ＊落ちついてクレームに対応するためのポイントを学ぼう

＊医療食のメンタルヘルスをケアするストレスマネジメント術 ＊医療職に必要な 「社会人基礎力」 の育て方

＊接遇マナーの基本 「あいさつ」 で変わるおもてなしの心

＊災害を理解し、これからの医療体制をつくる ～想定外をコントロールする～ ＊医療崩壊を起こさせない新型感染症対策におけるBCPの考え方 ～新型コロナウイルス感染症の対策から学ぶ～

＊平時にすべき災害医療対策 ＊災害発生時の初動体制 ～病院での対応～

＊これもハラスメント？ 正しい理解と適切な対応法 *医療ガスを安全に使用するために

＊虐待から患者を守る ～医療者にできる虐待防止～ *2020年4月医療法改正に伴う診療放射線の安全管理の理解 ～臨床における看護師への期待～

＊＜看護編１＞ 認知症患者に対するアセスメントとケア ＊＜看護編２＞ 認知症患者に対するコミュニケーションと療養環境の調整 ＊脳卒中看護の基本を学ぶ

＊＜看護編１　事例動画＞ 認知症患者に対するアセスメントとケア ＊＜看護編２　事例動画＞ 認知症患者に対するコミュニケーションと療養環境の調整 ＊骨粗鬆症をケアするために ～寝たきりにさせない高齢者看護～

＊高齢者の 「息苦しさ」 をケアする ＊誤嚥性肺炎予防のための口腔ケア

＊豊富な国際活動経験から語られる看護師のあるべき姿とは ＊50年の看護経験から語られる、看護のプロフェッショナルとは

＊看護における臨床推論とその会得方法（パトリシア・ベナー先生） ＊移行理論とは何か、その真髄（アフアフ・イブラヒム・メレイス先生） ＊ヒューマンケアリング理論の真髄（ジーン・ワトソン先生）

＊クリティカル領域における看護師の成長モデルの臨床推論の結びつき（パトリシア・ベナー先生） ＊移行理論の実践への応用とそのアウトカム（アフアフ・イブラヒム・メレイス先生） ＊基礎看護教育へのヒューマンケアリング理論の活用（ジーン・ワトソン先生）

＊移行理論の発展と未来（アフアフ・イブラヒム・メレイス先生） ＊ヒューマンケアリングの臨床実践（ジーン・ワトソン先生）

＊医療制度の概要および病院の機能と組織の理解 ＊倫理の基本 ～医療機関において求められる倫理的な行動～ ＊食事のお世話 ～食事援助・介助の基本～ ＊医療安全 ～事故防止の基本的心構え～

＊チームの一員としての看護補助者業務の理解 ～業務範囲と役割、夜勤業務、ほう・れん・そう～ ＊環境整備 ～ベッドメーキング、リネン交換など～ ＊洗面のお世話 ～顔を拭く、ひげを剃る～ ＊感染予防 ～手指衛生、標準予防策など～

＊守秘義務、個人情報保護の基礎知識 ＊入浴のお世話 ＊口腔ケア ＊認知症患者の対応

＊労働安全衛生の基本的知識 ＊清潔のお世話 ～清拭、洗髪～ ＊移動のお世話 ～歩行、車椅子、ストレッチャー、スライディングボード～ ＊看護補助者が知っておきたい実践医療用語

＊接遇・マナーの基本 ～患者・家族へのかかわり方～ ＊排泄のお世話 ～排尿・排便のお世話、おむつ交換など～ ＊診療にかかわる補助業務の基本

＊院内発表につなげる気づき ～気づきから臨床研究につなげるために～ ＊倫理的配慮の基本

＊文章の書き方 ～人に伝わる文章を書くコツ～ ＊文献はなぜ読むの？　どう探すの？

＊よりよい看護ケアのためのケーススタディ（事例研究） ～実践につなげる研究とは～ ＊発表で気をつけること、おさえるポイント ～次の看護研究につなげるために～

＊コースオリエンテーション ～看護研究をはじめるために～ ＊文献検索と文献検討を行う ＊研究論文を作成する　Ⅰ ～研究結果を表現する～

＊看護研究とは？ どうして研究するの？ ＊研究にまつわる倫理的配慮 ＊研究論文を作成する　Ⅱ ～研究結果を考察する～

＊研究デザインを理解する ＊研究計画書を作成する ＊研究論文を作成する  Ⅲ ～論文にまとめる～

＊文献の読み方　Ⅰ ～量的研究のクリティーク～ ＊研究活動を実施し、データを得る ＊研究成果を発表する　Ⅰ ～演題応募と発表のタイプ～

＊文献の読み方　Ⅱ ～質的研究のクリティーク～ ＊量的データと質的データの分析 ＊研究成果を発表する　Ⅱ ～パワーポイントを活用する～

＊研究テーマの絞り込み

＊看護師を取り巻く医療改革と看護師への期待 ＊看護記録の業務をデザインする ＊組織論・組織分析 ～組織の変革とマネジメントの実際～

＊看護管理者がおさえておきたい診療報酬 ～ヘルスケアサービスの創造に向けて～ ＊魅力的な院内研修でスタッフが輝く組織へ ～ファシリテーションスキル＆マインドを身につけよう～ ＊目標管理と人事考課の基本的理解

＊働き方改革時代の労務管理 ～管理者が絶対におさえておくべきポイント～ ＊看護管理者が知っておくべき臨床倫理の重要事項 ＊問題解決思考法 ～思考変化と頭の整理法～

＊これからの看護現場に必要な医療安全と危機管理 ＊質管理 ～看護サービスの質保証について考える～ ＊多職種によるチームケア提供 ～院内外での連携・協働を知る～

＊臨床現場での看護過程 ～仮説・実行・検証サイクルをまわす～ ＊クリニカルラダーの４つの力を指標としたOJTによる看護実践能力の育成 ＊臨床現場の倫理的課題から考えるアドバンスド・ケア・プランニング（ACP)

*対応に配慮が必要なスタッフを育てる ～発達障害の特性があるスタッフと合理的配慮～ ＊これからの病棟マネジメントに必要なデータ活用 ～DPCと重症度、医療・看護必要度～ ＊現場と経営をつなぐデータ活用法 ～看護管理者に必要な情報リテラシー～

＊組織のモチベーションを高める目標面談 ＊地域の医療・介護をつなぐ施設間連携 ＊事例で学ぶ多職種連携

＊看護補助者と協働する病棟運営 ＊入退院支援にかかわる診療報酬 ＊ヘルシーワークプレイス（健康で安全な職場）の実現に向けて

４月スタート（4/1～） ５月スタート（5/1～） ６月スタート（6/1　～） ７月スタート（7/1～） ８月スタート（8/1～） ９月スタート（9/1～）

看護師のためのやさしくわかる胸部Ｘ線教室
セルフケアの力を引き出す糖尿病看護
　　～「病いとともに生きる」を支える～

知っておきたいLGBT／SOGI
　　～多様なセクシュアリティへの支援～

東部CT・MRI画像から考える脳卒中看護
小児のクリティカルケア
　　～小児の成長と発達を知り、
　　　　　　　　　　　　クリティカルケアに活かす～

ワンステップ上の人工呼吸管理を身につける
　　～病態に応じた人工呼吸器管理～

実践に活かせる心不全看護のポイント 急性腎障害のケアのための知識と技術を身につける
退院後の「暮らし」を支える訪問看護を知る
　　～病院と地域をつなぐ看看連携～

これでもう迷わない！
急性期におけるせん妄対策パーフェクトガイド

関節可動域訓練（ＲＯＭ訓練）
　　～早期退院のための周手術期看護～

重症心身障害児者の「食べる力」を支える
栄養ケア・口腔ケア

５月スタート（5/1～） ６月スタート（6/1～） ７月スタート（7/1～） ８月スタート（8/1～）

がんばれ新米リーダー！
初めての現場マネジメント

看護管理者に求められる暴力・ハラスメント対策
多様なメンバーが働き続けられるために
　～ワーク・ライフ・バランス実現のための
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　働き方改革～

効果的な入退院支援が生み出す
効率的な病床管理

４月スタート（4/1～） ６月スタート（6/1～） ７月スタート（7/1　17：00～） ８月スタート（7/1　17：00～）

プリセプターマインド
　　　～後輩とともに成長するための心構え～

自分も相手も尊重するアサーション
　　～ありのままの自分を伝えよう～

成人教育入門編
　　ティーチング・コーチング・ファシリテーションの
　　基本

インストラクショナル・デザイン
～効果的・効率的・魅力的な研修のつくりかた～

４月スタート（4/1～） ５月スタート（5/1～） ６月スタート（6/1～） ７月スタート（7/1～） ８月スタート（8/1～） ９月スタート（9/1～）

認知症をもつ人への入退院支援
がん患者への意思決定支援
　～がん患者の意思決定における
　　　　　　　　　　　看護師の役割について～

心不全患者への入退院支援 新生児・小児への入退院支援
入退院支援における多職種連携
　～栄養管理を中心に～

退院後訪問、訪問看護への出向

スタッフの意識を変え、
在宅療養を見越した人材の育成
　～看護管理者が取り組んだ、
　　　患者中心で考えられる志向・実践できる人材育成～

地域包括ケアの中核施設としての取り組み 地域包括ケアのための社会資源 看護職を中心とした地域医療の連携 看護職と薬局薬剤師との連携
入退院支援と地域のネットワーク
　～患者・家族・入退院支援
　　　　　　　　　　　　　　そして地域との連携～

＊人権と尊厳を支える介護・自立に向けた介護 ＊介護におけるコミュニケーション技術．１ ～コミュニケーションの基本～ ＊移動・移乗に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護．１ ～介護の基本的理解を深める～ ＊食事に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護．１ ～食事の基本と摂食・嚥下～

＊介護の基本．１ ～介護職の仕事内容～ ＊介護におけるコミュニケーション技術．２ ～コミュニケーションの実践～ ＊移動・移乗に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護．２ ～ボディメカニクスの理解～ ＊食事に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護．２ ～食事介助と口腔ケア～

＊介護の基本．２ ～利用者の状態を把握する～ ＊老化の理解．１　～基本知識と身体の変化～ ＊移動・移乗に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護．３ ～歩行の基礎知識～ ＊排泄に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護．１ ～しくみと機能の低下・障害がおよぼす影響～

＊介護の基本．３ ～介護従事者の倫理～ ＊老化の理解．２　～病気や症状の特徴と観察のポイント～ ＊移動・移乗に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護．４ ～車椅子の基礎知識～ ＊排泄に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護．２ ～アセスメントと排泄介助～

＊介護の基本．４ ～介護職における安全の確保とリスクマネジメント～ ＊認知症の理解 ～利用者への対応・支援と家族への支援～ ＊着替えに関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護 ＊外国人スタッフ向け介護用語集

＊障害の知識 ～利用者への対応、支援・家族への支援～ ＊清潔に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護

５月スタート（5/1～） ６月スタート（6/1～） ７月スタート（7/1～） ８月スタート（8/1～） ９月スタート（9/1～）

わかりますか？ 介護過程 介護職に必須のアセスメント能力とは 書けていますか？ 介護記録 褥瘡をつくらない介護の考え方教えます
介護施設における看取り
　　　～ACPを理解する～

＊手洗い ＊前開きシャツの着脱介助 ＊（作業時の）挨拶 ＊食事の配膳

＊標準予防策 ＊丸首シャツ、ズボンの着脱介助 ＊ナースコール

＊感染症の予防 ＊食事介助 ＊食事の誘導

＊吐しゃ物処理 ＊髪型／服装.／表情 ＊エレベーター乗降時の車椅子の介助

７月スタート（7/1～）

2021年度介護報酬改定
　～介護の現場はこう変わる～

介護報酬減算の考え方

４月スタート（4/1～） ５月スタート（5/1～） ６月スタート（6/1～） ７月スタート（7/1～）

介護現場に必要な感染管理

新型コロナ感染症対策！ 新しい口腔ケア

＜継続配信＞
 Ⅰ．重症度、医療・看護必要度とはなにか
 Ⅱ．根拠となる看護記録の書き方

チーム医療コース

＊療養病棟・地域包括ケア病棟編：B項目評価力向上のための重症度、医療・看護必要度の評価ポイント

倫理コース

社会人基礎力コース

＜継続配信＞
 Ⅰ．１年目からはじめるメンバーシップ ～チームで働くってなんだろう～

 Ⅱ．怒らない、怒らせないかかわり方 ～配慮が必要なスタッフへの対応～～

 Ⅲ．学習者を伸ばすシミュレーション教育の基本

12月

災害対策コース

看護補助者研修コース

認知症・高齢者コース
（旧：認知症コース）

 ＜継続配信＞
 Ⅰ．呼吸器系のフィジカルアセスメント
 Ⅱ．患者のQOL向上につながる排尿自立のエッセンス
 Ⅲ．オーラルフレイル／口腔機能から考える「食べること」 ～NSTにおける「食べられる口づくり」～

 Ⅳ．チームで支援する述語回復促進策
 Ⅴ．知って安心、成人てんかんへの対応 ～看護師にして知っておきたい基礎知識～

 Ⅵ．急性増悪に強くなる！慢性呼吸不全の 新ケア ～COPD、間質性肺炎を中心に呼吸リハまで～

 Ⅶ．がん薬物療法の基礎知識を使って、看護計画を立てる
 Ⅷ．妊娠と糖尿病の基礎知識とケア ～妊産婦と家族を支える連携～

 Ⅸ．看護の質向上のための業務改善
 Ⅹ．初めての手術室 ～見て渡して覚える器械出し～

 Ⅺ．地域と連携して子ども虐待をケアする

看護共育コース
（旧：リーダー育成コース）

＊各テーマ順次スタート

＊一般急性期病棟編：看護の質向上のための重症度、医療・看護必要度の評価ポイント

＜チェック動画ライブラリ＞
　与薬：輸液ポンプ・シリンジポンプ
　感染対策：あなたの手はきれいですか ／ 手指消毒 ／ 手洗い
　　　　　　　 嘔吐物・排泄物の処理方法
　救急救命処置：前日の患者との会話から予測（悪い例・良い例）
　　　　　　　　　　 急変患者の気づき ／ 急変患者発見時の対応
　社会人基礎力：クレーム対応 ／ ことばの伝え方 ／ 挨拶のポイント
　医療安全：怒っている人がいたら／場所の優劣／距離を取る  それぞれの場面で
　チーム医療：共有編 ／ 基本編 ／ 実践編（よくない例・よい例）
　呼吸：咳嗽の介助／呼吸介助法～臥位・座位～／ハフィング～座位～／口鼻腔吸引／閉鎖式吸引
  注射・採血：静脈血採血

重症度、医療・看護必要度コース

 Ⅳ．実践！シミュレーション教育 ～看護実践力アップのこつ～
 Ⅴ．「ありがとう」のあふれる組織をつくる
　　　かっこいい自分をイメージさせる目標管理

＜継続配信＞
 Ⅰ．＜医学編１＞ 認知症の原因疾患と病態・治療
 Ⅱ．＜医学編２＞ 認知症とせん妄 ～症状と心理状態を知る～

 Ⅲ．＜事故防止編＞ 認知症患者の看護に必要な医療安全
 Ⅳ．＜倫理編＞ 認知症に特有な倫理的課題と意思決定支援

＊特に記載のないテーマは通年配信（4/1 ～ 3/31）です
＊急遽、テーマや配信予定が変更となることがありますので、ご注意ください

感染対策コース

医療安全コース

コース名

初めての院内発表

看
護
研
究
コ
ー
ス

初めての学会発表

基礎習得コース

＜継続配信＞
 Ⅰ．医療者にとって本当に必要な接遇とは ～専門職業人としての基本的態度

 Ⅱ．よくわかる個人情報の基本と取扱い方
 Ⅲ．身につけておきたい医療現場の情報リテラシー ～情報漏洩はこうやって起きる～

看護のプロフェッショナル

介護基礎コース
（旧：新人介護スタッフ研修コース）

看護管理者特別コースⅡ

看護管理コース
＊各テーマ順次スタート

＜継続配信＞
 Ⅰ．部下のやる気を高める目標設定と面談の活用
 Ⅱ．コンピテンシー・モデルを用いた看護管理者の育成－１、２
 Ⅲ．看護スタッフが惹きつけられる魅力的な病院づくり ～マグネット看護部をめざす看護部長の挑戦～

入退院支援・地域包括ケアコース
＊各テーマ順次スタート

＜継続配信＞
  Ⅰ．初めての吸引でも自信をもって行える　～患者が楽になる排痰・吸引ができる～

  Ⅱ．やさしく学べる！ 新エビデンスに基づいた疼痛看護
  Ⅲ．自身をもって取り組める！ 輸液ポンプ・シリンジポンプの安全な操作と管理方法
  Ⅳ．排泄ケアにおける感染予防　～膀胱留置カテーテルと間欠的導尿（自己導尿を含む）～

  Ⅴ．そこが知りたい！採血の手技と基礎知識
  Ⅵ．看取り期の患者・家族支援 ～がん終末期の症状緩和からお見送りまで～

　Ⅶ．転棟・転落へのあせらない対処法 ～要因別対応のしかた～

　Ⅷ．これから輸血を学ぶ、学び直す看護師へ ～事例から学ぶ安心・安全な輸血ケア～

グローバルセミナーコース
（院内全体研修から独立）

エッセンシャルコース

院
内
全
体
研
修
コ
ー
ス

介護技術動画ライブラリ

 ＜継続配信＞

Ⅰ．介護職が理解しておきたいICF（国際生活機能分類）の考え方と実践
Ⅱ．介護職に必要な薬の基礎知識と安全な服薬介助
Ⅲ．高齢者介護に必要な基本的な医学知識
Ⅳ．認知症を持つ人の視点に立った介護職の役割 ～介護の問題ではなく、生き方の問題ととらえる～

Ⅴ．精神疾患を理解する ～統合失調症、双極性障害、うつ病～

Ⅵ．すぐに使えるレクリエーション方法

中堅コース
＊各テーマ順次スタート

介護実践コース
（旧：介護スタッフ研修コース）

＊各テーマ順次スタート

看護管理者特別コースⅠ

Ⅰ．介護施設における感染対策
Ⅱ．高齢者の転倒・転落対策
Ⅲ．介護現場で求められる接遇とマナーのポイント
Ⅳ．介護スタッフに求められる倫理
Ⅴ．医師法第17条　医療補助行為を知っておこう ～実践できること、やってはおけないこと～

施設全体研修コース
＊各テーマ順次スタート

 ＜継続配信＞

管理者コース
＊各テーマ順次スタート

 ＜継続配信＞

Ⅰ．高齢者施設のリスクマネジメント
Ⅱ．クレームの解決とインシデントの共有
Ⅲ．介護施設の災害・防災対策 ～熊本地震の経験から振り返る、介護現場の実際と支援のあり方～

Ⅳ．介護職と医療・地域との連携・連帯の実際
Ⅴ．IoT・介護支援ロボットはどう活用するの？ ～導入のヒントと課題～

Ⅵ．介護職の人材確保と定着 ～ダイバーシティマネジメントの理解と支援策～

介護の力で虐待・身体拘束をなくそう それはハラスメントではないですか？ ハラスメントを受けたときどうするか？

配信スタートしたテーマは３月（3/31）まで視聴可能です

配信スタートしたテーマは３月（3/31）まで視聴可能です

配信スタートしたテーマは３月（3/31）まで視聴可能です

配信スタートしたテーマは３月（3/31）まで視聴可能です

配信スタートしたテーマは３月（3/31）まで視聴可能です

配信スタートしたテーマは３月（3/31）まで視聴可能です

配信スタートしたテーマは３月（3/31）まで視聴可能です


